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語彙
漢字かな交じり・カタカナ

語彙
読み方

文例（日常生活・学校生活）
※指導計画例より、語彙として取り上げてあるもののみ 小低 小中 小高 中

会う あう ＊スーパーで友だちに会いました 28 24

合う あう

遭う あう ＊変な人に遭ったら、どうしますか 74 70

開く あく

握手（する） あくしゅ（する）

上がる あがる

あきらめる あきらめる

開ける あける ＊教科書の10ページを開けてください 48 42

あげる あげる ＊手をあげます 34 25

あげる（授受） あげる ＊私は妹にプレゼントをあげます 62 56 29

遊ぶ あそぶ ＊すごろくで遊びましょう 26 27 27,28,56 24.51

温める あたためる ＊フライパンを温めてから油を引きます 38

集まる あつまる ＊集まってください 33,35 36,61 44 30,36,43

集める あつめる ＊葉っぱを集めます 61 43

あてはまる あてはまる ＊（　　）にあてはまる単位はなんだろう 65

あてはめる あてはめる

浴びる あびる ＊シャワーを浴びます 42 43 24,36 21

余る あまる ＊３個ずつ分けることができて、2個あまります 68

「こどもの日本語ライブラリ」動詞リスト

文例（日常生活・学校生活）
※指導計画例より、語彙として取り上げてあるもののみ
このページには、語彙データベースに含まれているすべての動詞を取り出して、一覧としてまとめました。複数の場面・トピックにまたがって使用される動詞が多かったため、
一部の動詞を除き重なりがないように取り出して五十音順に並べました。また、その上で、指導計画例で語彙として取り上げられた動詞については、文例（日常生活・学校生
活）も並べて提示してあります。
語彙検索の補足資料としてお使いください。

　　　　小低＝小学校低学年指導計画例会話編（120時間相当）
　　　　小中＝小学校中学年指導計画例会話編（120時間相当）
　　　　小高＝小学校高学年指導計画例会話編（120時間相当）
　　　　中＝中学校指導計画例会話編（120時間相当）
　　　　数字は目次の指導案番号です。（例小低62→小学校低学年指導案No.62「誕生日」

なお、学齢情報は、この順番にそって語彙を導入するためのものではありません。
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謝る あやまる ＊悪いことをしたら謝りましょう 37 38 22 19

洗う あらう ＊手を洗います 23,25,42 3,24,26,43
5,13,22,36,
38

10,19,32

表す あらわす
＊重さは長さや広さのように、数で表せるのかな
＊一目盛りは何人を表していますか

64,71

ある ある
＊鉛筆がありますか。はい、あります。いいえ、ありません
＊蟻の行列をみたことがありますか
＊11月に音楽会があります

4,53 4 8,12,43,55
6,9,35,50,78
,80

歩く あるく ＊歩いてください 33 34 19,39 16,39,43

あわせる あわせる
＊２つと３つ。合わせると５つになります
＊歌にあわせて踊りましょう
＊パート練習の後、みんなであわせましょう

39,66-68 66 37

安心する あんしんする

案内（する） あんない（する）

言う いう ＊言ってください 5,80 6 4 3,80

行く いく
＊トイレへ行きたいです。トイレへ行ってもいいですか
＊運動場へ行こう

3,21 3,4 6 4

急ぐ いそぐ

いただく いただく ＊いただきます 23 24 13 10

傷む いたむ ＊あれ、このりんごはいたんでいます 31 27

炒める いためる ＊野菜のベーコン巻を炒めます 38

移動する いどうする

いらいら(する） いらいら（する） ＊仲良しの友だちとけんかしていらいらしました 52

居る いる
＊先生は職員室にいます
＊妹がいます（所有）

6,28,49 7,29,48 10,16 7,13

要る いる ＊体操着はいりますか 8 6

入れる いれる
＊僕も仲間に入れて
＊玉を入れます
＊リュックサックの中にお弁当と水筒とおやつを入れます

21,34,35 22,35,36 57 46,52

植える うえる

受ける うける ＊理科の授業を受けます 20 17

動かす うごかす ＊支点と力点の距離を長くすると、小さな力で物を動かすことができます 84

動く うごく

歌う うたう ＊うまく歌えませんでした 31
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うつ うつ
＊かけられる数にそろえて、積の小数点をうちます
＊ハンマーで釘をうちます

78 33

写す うつす

移す うつす ＊794年都を京都から奈良へと移しました 79

写る うつる

移る うつる

生まれる うまれる ＊妹が生まれて嬉しかったです 60 55.68

生む うむ

売る うる

運転（する） うんてん（する）

運動（する） うんどう（する） ＊休み時間に運動します 21 18

選ぶ えらぶ ＊みんなで夏を選びました。楽しいからです 42 37,38,78

延期（する） えんき（する） ＊雤の場合は延期します 39

演奏（する） えんそう（する）

応援（する） おうえん（する） ＊白組を応援します 34 35 45 39

終える おえる

おかわり（する） おかわり（する） ＊おかわりしてもいいですか 23 24

起きる おきる ＊ユミちゃんは１人で起きました 30 31 19 16

置く おく

送る おくる

遅れる おくれる ＊電車が30分も遅れて、びっくりしました 56

起こす おこす

行う おこなう ＊体育館で行います 34 30,38

怒る おこる ＊けんかをして怒ります 52 56

押さえる おさえる ＊鍵盤を指でおさえてください 40 40 37

教える おしえる
＊ほしいものを教えてください
＊先生、綴り（スペル）を教えてください

29 25,77

おしゃべり（する） おしゃべり（する）

押す おす
＊ともだちがぼくを押したから
＊押さないで！

37 38 62,71 57,66

教わる おそわる
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落ちる おちる ＊掃除中に花瓶が落ちて割れた 22 19

落っこちる おっこちる ＊みんな落っこちてしまいましたとさ 71

落とす おとす ＊消しゴムを落としました 17 18 62 57

踊る おどる ＊ジェンカを踊ります 39 58 54

お願い（する） おねがい（する） ＊お願いします(挨拶表現） 80 1,39 1

覚える おぼえる ＊先生が言ったことを覚えてください 48 42

思い出す おもいだす

思う おもう

泳ぐ およぐ

降りる おりる ＊東京駅で降ります 57,58 52,53

折る おる ＊４つの角を折ります。そうしたら半分に折ります 38,44 39

折れる おれる

下ろす おろす
＊手を下ろします
＊十の位の6をおろします

34,78

終わらせる おわらせる

終わる おわる ＊これで朝の会を終わります 15 16 2,20 2,17

回転（する） かいてん（する） ＊点Ｏを中心にして180度回転すると、もとの図形に重なります 83

買い物(する) かいもの（する）

会話（する） かいわ（する）

飼う かう ＊うさぎを飼いたいです 18 15

買う かう ＊おもちゃ屋でこまを買います 58 60 57,77 20,52

返す かえす ＊借りた本は○○までに返しましょう 78 80

換える かえる

帰る かえる ＊うちへ帰りたいです 3 4 6 4

替える かえる

かかる（時間が） かかる ＊家から学校までどのくらい（時間が）かかりますか 73 19,56 16,51

掛かる（水が） かかる

書きかえる かきかえる

かきまぜる かきまぜる

書く かく ＊書いてください 5 6 4 3
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描く かく
＊茎と葉っぱをかきましょう
＊休み時間に漫画をかきます

44 21 18

隠す かくす ＊頭を隠します 71 66

確認(する） かくにん（する）

隠れる かくれる ＊急いで机の下にかくれてください 70 65

掛ける／× かける 82

（時間、鍵を）かける かける

かける かける ＊量りにかけたらどうですか 64

駆ける かける ＊駆けるな！ 71 66

かける かける ＊友だちはめがねをかけています 50 44

囲む かこむ ＊ここは正方形だけで囲まれています 79

重なる かさなる ＊右と左が重なります 83

飾る かざる

貸す かす
＊教科書を貸してください
＊○○さん、消しゴム貸して

18,19 19 9,47 41

数える かぞえる

かたづける かたづける
＊さらを片付けます
＊また今度使いますからきれいに片付けましょう

23,40 24,40 13,22,37 10,19

かたづく かたづく

勝つ かつ ＊私は先生に勝ちました 26,34 27,35 27,28,60 24,55

がっかり（する） がっかり（する）

かぶせる かぶせる

かぶる かぶる ＊赤白帽をかぶりましょう 41 42

噛み付く かみつく ＊かみつきます。いいですか 37 38

かむ かむ

通う かよう

借りる かりる ＊図書館で本を借ります 78 20,80 47 20,41

渇かす かわかす

渇く かわく

乾く かわく ＊洗濯物は乾くと軽くなります 88 74

考える かんがえる ＊重さの測り方をかんがえましょう 43
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観察（する） かんさつ（する）

乾燥させる かんそうさせる ＊これは○○を乾燥させているところです 62

乾燥（する） かんそう（する）

感動（する） かんどう（する）

頑張る がんばる ＊がんばって。がんばれ 34 45 39,47

消える きえる

着替える きがえる ＊体操服に着替えます 41,42 42 19 16,43

聞く きく ＊聞いてください 5 6 21 18

聴く きく ＊他のクラスが歌っているとき、静かに聴きましょう 37

聞こえる きこえる ＊どんな声が聞こえますか 53 52

決める きめる

協力（する） きょうりょく（する） ＊みんなで協力して頑張ります 45 39

切り取る きりとる ＊はさみで切り取ります 54 83

切る きる ＊ひもを切ります 45,54 45 38 32,33

着る きる ＊赤い服を着ています 20,41 21,42 19 16

切れる きれる
＊手が切れました
＊電池が切れてしまいました

12,62 9,57

緊張（する） きんちょうする ＊本番の時、ステージの上で緊張しました 37

くっつく くっつく ＊鉄は磁石にくっつきます 89 75

配る くばる
＊今から手紙を配ります
＊牛乳を配ります

16,23 17,24 13 10,43,47

組み立てる くみたてる ＊車を組み立てよう 47 33

（水を）くむ くむ ＊バケツに水をくんでください 25 26 22 19

曇る くもる

比べる くらべる
＊２つを比べます。りんごとミカンどちらが大きい?
＊手に持って比べました

69 64 72

繰り返す くりかえす ＊今のところを繰り返してみましょう 91 78

来る くる ＊明日誰がきますか。お母さんが来ます 36 37 19 16

計算（する） けいさん（する） ＊尐数のかけ算は、整数のかけ算と同じように計算します 77 81

下校（する） げこう（する） ＊下校する時、変な人がいたらどうしますか 74 20,70

消す けす ＊黒板を消します 25 26 22 19
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結婚(する) けっこん(する) ＊結婚したら、家を買いたいです 68

欠席（する） けっせき（する）

蹴る ける ＊ボールをけります 34

けんか（する） けんか（する） ＊妹とけんかしますか 28 29

見学（する） けんがく（する） ＊風邪を引いたから見学してもいいですか 34 30

研究(する) けんきゅう(する)

検査（する） けんさ（する）

腰かける こしかける

合格（する） ごうかく（する） ＊テストに合格してほっとしました 60 55

行進（する） こうしん（する） ＊みんなで行進しましょう 39

腰かける こしかける

答える こたえる

異なる ことなる

コピー（する） コピー（する）

こぼす こぼす ＊バケツの水をこぼした 22

困る こまる ＊この子は困っています 18 19 62 57

込む こむ

込める こめる

殺す ころす

転ぶ ころぶ ＊廊下でころびました 12 13 12 9

壊す こわす

壊れる こわれる ＊ラジカセが壊れていて、とても困りました 62 57

探す さがす ＊友だちの○○さんを探しています 51 45

下がる さがる

咲く さく ＊きれいな花がたくさん咲くからです 42

下げる さげる

刺す さす

誘う さそう ＊ごめん、明日はだめ。また誘って 53 48

サボります さぼります ＊「サボっちゃだめ」って言う 22 19

騒ぐ さわぐ ＊電車の中では、騒いだり歩いたりしないでください 44 36,43
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触る さわる ＊頭をさわってください 10 11

参加（する） さんか（する）

散歩(する) さんぽ(する)

敷く しく

実験（する） じっけん（する） ＊でんぷんがあるかどうか実験してみましょう 85

従う したがう

質問(する) しつもん(する) ＊先生にスペイン語（母語）で質問します 21 18

失礼（する） しつれい（する） ＊失礼します。失礼しました 2 2

死ぬ しぬ ＊地震で死ぬ人もいます。とても怖いです 79

しぼる しぼる ＊ぞうきんをかたく絞ります 25 26 22 19

しまう しまう ＊しまってください 5 6

閉まる（ドアが～） しまる（ドアが～） ＊ドアが閉まらなくて、困りました 62 57

示す しめす

閉める しめる

しゃべる しゃべる ＊避難訓練の時しゃべってはいけません 79 71 43,66

収穫（する） しゅうかく（する） ＊これは玉ねぎを収穫しているところです 62

集合(する) しゅうごう(する) ＊朝6時に集合します 44 36

消毒（する） しょうどく（する） ＊保健室で消毒します 12 13 73 69

宿題(する) しゅくだい(する)

出荷（する） しゅっか（する） ＊これは○○を出荷しているところです 62

出席(する) しゅっせき(する)

出発（する） しゅっぱつ（する） ＊出発します 35 36

準備(する) じゅんび(する) ＊英語の授業の準備します 21 18

紹介(する) しょうかい(する) ＊私の国を紹介します 81

上陸（する） じょうりく（する） ＊台風が上陸すると、大きな被害がでます 75 71

食事(する) しょくじ(する)

しょんぼり（する） しょんぼり（する） ＊いらいらした後、しょんぼりしました 52

知らせる しらせる ＊変な人を見たら、すぐ学校へ知らせなさい 80 74 70

調べる しらべる
＊じゃあ、調べてください
＊辞書で調べてみましょう

63,64,72 76

しりぞける しりぞける ＊Ｓ極とＳ極は互いにしりぞけあいます 89 75
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知る しる ＊知っています。知りません 67

心配(する) しんぱい（する）

吸う すう ＊たばこを吸ってはいけません 46

すきとおる すきとおる

空く すく

進む すすむ ＊パーで勝つと五つ進みます 26 27 27

進める すすめる ＊話し合いで政治を進めることを民主主義と言います 80

捨てる すてる ＊ゴミ箱にゴミを捨てます 25 26 22 19

滑る すべる

住む すむ ＊私の家の近くに住んでいます 50,58 44,53

ずらす ずらす ＊左へ一桁ずらして書きましょう 70

する する
＊おにごっこしない?
＊玉入れをします

21,34 4,22 6,17,56 13,51

ずれる ずれる ＊地震によって、土地がずれたり、地割れができたりします 87 73

座る すわる ＊座ってください 5 6 4 3

整理（する） せいり（する） ＊結果を棒グラフで整理してみましょう 71

接近（する） せっきん（する） ＊台風が接近すると、波が高くなります 75 71

説明(する) せつめい(する)

洗濯（する） せんたく（する）

掃除(する) そうじ(する)

早退(する)／早引き そうたい(する)／はやびき＊早退しますか 12,32 9,28

相談(する) そうだん(する) ＊体の調子が悪い時は、保健の先生に相談しましょう 73 69

育つ そだつ

育てる そだてる ＊米や野菜、果物を育てる仕事を農業と言います 83

卒業（する） そつぎょう（する） ＊高校を卒表したら、働きながら大学に行きたいです 68

そろえる そろえる ＊足し算の筆算は位をそろえて書きます 66

体験（する） たいけん（する）

退場（する） たいじょう（する） ＊開会式の後、退場します 45 39

体操(する) たいそう(する)

倒す たおす

倒れる たおれる ＊強風で木が倒れるかもしれません 75 71
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耕す たがやす ＊これは畑を耕しているところです 62

足す／＋ たす ＊３たす６は９です 68 66 81

出す だす
＊鉛筆と消しゴムを出してください
＊お手伝いでゴミを出しました

5,63 6,57 4 3,46

助ける たすける

尋ねる たずねる

訪ねる たずねる

叩く たたく
＊友だちが僕の背中をたたいた
＊歌にあわせてカスタネットをたたきましょう

37,39 38

たたむ たたむ ＊洗濯物をたたみませんでした 63 57

建つ たつ

立つ たつ ＊立ってください 5 6 4 3

建てる たてる ＊お金が貯まったら、家を建てたいです 68

楽しむ たのしむ

頼む たのむ ＊「お皿を洗って」と頼みます 39

食べる たべる
＊おかしを食べてもいいですか
＊みんなで給食を食べます

3,23,30 4,24 6,13,56 4,10,51

足りる たりる ＊ボールが足りなくなって困りました 62,83 57

違う ちがう

近づく ちかづく ＊変な人が近づいてきたら、大きな声で「助けて！」と言います 80 74,75 70,71

遅刻(する) ちこく(する) ＊用事があるので遅刻します 32 28

注意(する) ちゅうい(する) ＊警報に注意しましょう 75 71

中止（する） ちゅうし（する） ＊雤なので、水泳は中止します 30

ついてくる ついてくる ＊変な人がついてきたらどうしますか 80

通分（する） つうぶん（する） ＊分母が違う分数の分母を同じにすることを、「通分」と言います。通分しましょう 76

使う つかう

捕まえる つかまえる

疲れる つかれる ＊サッカーの試合があって疲れました 28 24

付く つく ＊アクセサリーをたくさんつけて学校にきますか 46

着く つく ＊7時に家を出て、8時に学校に着きました 73

作る つくる
＊新聞紙で紙鉄砲を作ります
＊リンゴは青森県や長野県で作られています

38,44 45 38,58,83 32,53
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付ける つける
＊これから気をつけます
＊タイヤと竹ひごの所に接着剤をつけます

18,30,47 19,34,46,47 47

伝える つたえる ＊家の人に参観日に来て、と伝えてください 46 40

伝わる つたわる ＊弥生時代に、大陸から米作りが伝わりました 79

続く つづく

つながる つながる

つなぐ つなぐ ＊手をつなぎます 34

つなげる つなげる

つねる つねる ＊○○ちゃんがつねったから 37 38

連れて行く つれていく

連れて来る つれてくる

提出（する） ていしゅつ（する） ＊基礎問題集は答え合わせをして、金曜日に提出してください 78

出かける でかける

できる できる

＊私はなわとびができます
＊できたらここにのりで貼ってください
＊できましたか。よくできました
＊「大きなかぶができました」

43,44,45,68,
72

44,45,46 87 55,72,73

手伝う てつだう

出て行く でていく ＊水は色々な表面から出ていきます 88 74

出る でる

＊膝がいたいです。血がでました
＊50m走に出ます
＊プールを出ます
＊リレーに出ます

12,34,42 13,35,43 12,36,45,57 9,39,52

電話（する） でんわ（する） ＊晩ご飯の後で友だちに電話します 21

等分（する） とうぶん（する） ＊このジュースを3人で等分します 78

通す とおす

通る とおる

溶かす とかす

どかす（机を） どかす

どきどきする どきどきする ＊先生が問題用紙を配った時、どきどきしました 47

解く とく ＊問題を解きましょう 81

溶ける とける

閉じる とじる



年尐者日本語学習資料開発事業（JYLプロジェクト）　2012年2月

どなる どなる

飛ばす とばす

飛び込む とびこむ ＊変な人がついてきたら、近くの家にとびこみなさい 80

飛びだす とびだす ＊道に飛びだしてはいけません 33,79 34 70 65

跳ぶ とぶ ＊１人で跳んだり、２人で跳んだり、長い縄でみんなで跳んだりします 43 44 34

飛ぶ とぶ

止まる とまる

泊まる とまる

止める とめる
＊こことここをセロテープで止めましょう
＊火を止めます

46 48 32

取り替える とりかえる ＊すみませんが、取り替えていただけませんか 31 27

撮る とる ＊最後に写真を撮ります 44 36

取る とる

＊出席を取ります
＊ちりとりでごみを取ります
＊○○くんが僕の消しゴムをとったから
＊しっぽを取ります
＊大学に入ったら車の免許を取りたいです
＊年をとったら○○に住みたいです

15,25,37,41 16,38,42,67 20 17,38,68

取れる とれる
＊みかんがたくさん取れます
＊ボタンが取れてしまいました

58,62 53,57

直す なおす ＊（　）内の動詞を適当な形に直しなさい 78

治す（病気を） なおす

直る なおる

治る なおる

流す ながす ＊水を流します 3 5

流れる ながれる ＊きれいな川が流れています 58 53

泣く なく ＊○○さんが泣いています。どうしたの 37 38 28 24

なくす なくす ＊定規をなくしてしまいました 17 18 62 57

殴る なぐる

投げる なげる ＊私はボールを20メートル投げることができました 34

なめる なめる

習う ならう ＊1週間に2度ダンスを習います 30 26

倣う ならう
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鳴らす ならす
＊紙鉄砲を鳴らしてみましょう
＊変な人がきたら防犯ブザーを鳴らします

38,80 39

並び替える ならびかえる ＊単語をならびかえて文を作りなさい 76

並ぶ ならぶ
＊さらを並べます
＊順番に並びましょう

23,32 33 33,45 29,30

並べる ならべる ＊はい、お皿を並べます 63 24,57 13 10

なる なる
＊７歳になります
＊合わせると５つになります

62,66-68,
70

56 29,60 25,55

鳴る なる
＊私の紙鉄砲はあまり鳴りません
＊チャイムが鳴りました

38 39 20 17

臭う におう

握る にぎる ＊ぎゅっと握って握力をはかります 35

逃げる にげる ＊急いでにげなさい 80

濁る にごる

入場（する） にゅうじょう（する） ＊はじめに入場します 45 39

似る にる

煮る にる ＊野菜を煮ます 32

抜く ぬく ＊「おじいさんは、かぶを抜こうとしました」 72

脱ぐ ぬぐ ＊しっぽをとられたら帽子をぬぎます 41 42 19 16

抜ける ぬける

脱げる ぬげる

ぬらす ぬらす

塗る ぬる
＊クレバスできれいに塗ってください
＊傷口に薬をぬっておいてください

45,54 45 41,73 33,34,69

ぬれる ぬれる ＊雤にぬれて寒かったです 62,69,88 57,74

寝かせる ねかせる

寝る ねる 24 21

残す のこす

残る のこる ＊30個とるといくつ残りますか 67

のせる のせる ＊「それじゃあ、ぼくものせてよ」 71

ノックする ノックする ＊（トイレに入る前に）ノックします 3 5

伸びる のびる ＊身長が先月より3センチ伸びました 33 29
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上る のぼる

登る のぼる ＊富士山に登ったことがあります 59,63 54,58

飲む のむ
＊水を飲みたいです。水を飲んでもいいですか
＊牛乳を飲みませんでした

3,30 4 6,56,73 4,51.69

乗り換える のりかえる ＊バスを乗り換えて帰ります 20

乗る のる ＊自転車に乗ります 59 55 28,57 20,24,52

入る はいる ＊腰洗い槽に入ります 42 3,43 5,24,36,79 20,68

測る はかる
＊みんなの身長と体重を測ります
＊巻き尺は１人で測るより２人で測る方がいいですね
＊熱をはかりましょう

11,32 12,33,63 33,35,73 29,30,69

量る はかる ＊重さはどうやって量ったらいいでしょう 64 33 29,32

履き替える はきかえる ＊体育館シューズに履き替えます 20 17

履く はく ＊上履きをはきます 41 42 19 16

掃く はく ＊ほうきで床を掃きます 25 26 22 19

運ぶ はこぶ ＊○○さんと○○さんで運びましょう 23 24 13,22 10,19

始まる はじまる ＊２時間目が始まりました 20 17

始める はじめる ＊これから朝の会を始めます 15,25 16,26 2,22 2,19

走る はしる
＊「よーい、どん」で走りましょう
＊高速道路が山の方を走っています

34 35 45,58 43,53

外れる（ボタンが～） はずれる（ボタンが～）

働く はたらく ＊町には色んな人が働いているよね 76 78 72 68

発表（する） はっぴょう（する） ＊優勝チームが発表されました 38

話す はなす ＊休み時間には友だちと話します 21,51 18,45

離す はなす ＊手をはなします 34

離れる はなれる ＊ガラスから離れて、頭を守ってください 70 65

払う はらう ＊千円札で払いました 67 57,77 52

貼る はる
＊のりではりましょう
＊じゃあ、消毒してばんそうこうを貼りましょう

44 73 69

張る はる ＊巻き尺はピンと張った方がいいです

晴れる はれる

引きつける ひきつける ＊N極とＳ極を近づけると、引きつけ合います 89 75

引き分ける ひきわける
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引く／－ ひく ＊500から100を引くと400になります 67 81

（ものを）ひく ひく

（風邪を）ひく ひく

弾く ひく ＊指揮者は○○さん，ピアノは○○さんがアノがひきます 31,37

（油を）引く ひく ＊フライパンを温めてから油を引きます 38

びっくり(する) びっくり(する) ＊日本の街は人がたくさんいて、びっくりしました 56

引っ越す ひっこす

引っ張る ひっぱる ＊エリスさんが僕の髪をひっぱったから 37 38

等しい ひとしい ＊同じように５つに分けました。全部同じ、等しい大きさです。 74

避難（する） ひなん（する） ＊先生の指示を聞いて、避難してください 70,71 65,66

開く ひらく
＊新聞紙を開いてください
＊源頼朝は1192年に鎌倉幕府を開きました

38,42 39,46 4,62 3,57,79

拾う ひろう
＊ゴミを拾います
＊どんぐりを10個拾ったよ

25,55 26 22 19

増える ふえる
＊子どもが○人増えると、何人になりますか
＊体重が2キロ増えました

66 33 29

吹く ふく ＊鍵盤ハーモニカを吹きます 40 40 31

拭く ふく ＊机を拭きます 23,25,63 3,24,57 5,13,37,39 10

復習(する) ふくしゅう(する)

含まれる ふくまれる ＊空気の中に水分が含まれています 88 74

塞ぐ ふさぐ ＊穴を指で塞ぎます 37

太る ふとる

踏む ふむ ＊上履きのかかとを踏まないでください 22 23 46

増やす ふやす

降り出す ふりだす ＊雤が降り出して困りました 57

降り始める ふりはじめる ＊雤が降り始めて困りました 62 57

降る ふる ＊雪が降ったら何をして遊びたいですか 60 69

振る ふる ＊読めない漢字に振り仮名をふりましょう 84

噴火（する） ふんか（する） ＊火山が噴火します 87 73

ぷんぷん（する） ぷんぷん（する） ＊けんかをしてぷんぷんしてしまいました 52

減らす へらす
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減る へる ＊17匹減りました 67

変化（する） へんか（する） ＊地震によって、地形が変化します 87 73

勉強(する) べんきょう(する) ＊３時間目に社会を勉強します 20 17

訪問（する） ほうもん（する）

干す ほす ＊洗濯物を干すのを忘れました 63 57

彫る ほる ＊彫刻刀で丁寧にほります 34

掘る ほる

負かす まかす

任す まかす

任せる まかせる

曲がる まがる ＊２つ目の角を右に曲がると，左側にあります 55 50

蒔く まく ＊あさがおの種をまきます 48 62

巻く まく ＊ベーコンでアスパラを巻きます 38

負ける まける ＊私は○○さんに負けました 26,34 27,35 27,28,45 24,39

曲げる まげる

混ぜる まぜる ＊パレットで絵の具を混ぜてから塗ります 41 34

混ざる まざる

間違う まちがう

間違える まちがえる

待つ まつ ＊○○駅で待っています 57 52

まとまる まとまる

まとめる まとめる ＊調べたことをまとめてみましょう 71

真似る まねる

守る まもる ＊ガラスから離れて、頭を守ってください 70 65

回す まわす ＊こまを回します 45

回る まわる

見える みえる

磨く みがく ＊シュッシュッと歯をみがきました 30 31 19 16

見せる みせる ＊見せてください 46

見つかる みつかる ＊探していたものが見つかって嬉しかった 60 55
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見つける みつける
＊どんぐりを見つけたよ
＊本を見て働く人を見つけてみよう

55 61,78

見る みる ＊教科書の10ページを見てください 5 6 4,56 3,51

迎える むかえる ＊空港で親戚を迎えます 57 52

むく むく ＊手で皮をむきます 56 53

結ぶ むすぶ

もぐる もぐる ＊地震の時は机の下にもぐります 79 71 66

持つ もつ

持っていく もっていく

持ってくる もってくる ＊明日～を持ってきてください 17 18 13,47 10,41,46

戻す もどす

求める もとめる
＊筆算の答えを求めましょう
＊危険な時は大声で助けを求めなさい

69,70 74 70

もどる もどる ＊ふりだしに戻ります 26 27 27 46

もらう もらう ＊私はお父さんに絵本をもらいました 62 56 20,29,60 17,25,55

盛りつける もりつける ＊お皿に盛りつけます 38 32

焼く やく

訳す やくす ＊次の文を日本語に訳しなさい 76

約束（する） やくそく（する） ＊約束したのに、エミリちゃんは来ませんでした 54 49

焼ける やける

休む やすむ ＊学校を休むとき電話します。頭が痛いので休みます 13 14 32 28

痩せる やせる

破ける やぶける

破る やぶる

破れる やぶれる ＊紙が破れてしまいました 38 39

やめる やめる

やる やる
＊サッカーをやろう
＊静かにやってください
＊花に水をやりました

21,31,41,63
22,32,42,57,
62

49 47,81

優勝（する） ゆうしょう（する） ＊チームが優勝して本当に嬉しかったです 60 55

輸出（する） ゆしゅつ（する） ＊日本は何を輸出していますか 83

輸入（する） ゆにゅう（する） ＊食料は外国からたくさん輸入されています 83
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許す ゆるす

用意（する） ようい（する）

汚す よごす

汚れる よごれる

予習(する) よしゅう(する)

よそう よそう ＊おかずをよそいます 23

予想（する） よそう（する）

呼ぶ よぶ ＊「おばあさんは孫を呼んできました」 72

読む よむ
＊読んでください
＊目盛りを読んでみましょう。

5 6,63 4,56 3,51

予約(する) よやく(する)

喜ぶ よろこぶ ＊試合に勝ってみんなで喜びました 28 24

利用（する） りようする

練習(する) れんしゅう(する) ＊準備体操の後、練習します 20,37

連絡（する） れんらく（する） ＊学校が休みになる時は、連絡します 75 71

沸かす わかす

わかる わかる ＊わかりましたか 30 32 49,60 47,55

分かれる わかれる
＊赤組と白組に分かれて玉入れをします
＊昆虫の体は、頭・胸・腹の三つに分かれています

34 86 72

沸く わく

分ける わける ＊14個のゼリーを4人で分けると、何個ずつ分けることができますか 68 20,40 17

忘れる わすれる
＊明日宿題を忘れないでください
＊教科書を忘れました

16,18 17,19 47,62 30,41,57

渡す わたす ＊うちの人に手紙を渡してください 16 17

渡る わたる ＊赤信号で渡ってはいけません 33 34 55 50

笑う わらう ＊おもしろいテレビをみて笑いました 28 24

割り切れる わりきれる ＊割り算で余りがあるときは、「割り切れない」と言います 68

割る／÷ わる ＊14わる４は３、あまり２です 68 82

（ものを）割る わる

割れる われる ＊掃除中に花瓶が落ちて割れた 22,62 19,57

Vてくれる ＊参観日の時、母が来てくれて本当に嬉しかった 60 55
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Vてもらう
＊友だちに手伝ってもらってできました
＊遅くなる時は、おうちの人に迎えにきてもらいましょう

60,74 55


